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産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会 

容器包装リサイクルワーキンググループ（第４８回） 

 

○日時：平成23年11月1日（火曜日）14：00～15：00 

○場所：三田共用会議所 3 階大会議室 

○出席者 

郡嶌委員（座長）、土橋代理（石井委員）、市村委員、岩井委員、大塚委員、大西委員、

織委員、角田委員、勝浦委員、斎藤代理（上河委員）、河合委員、鬼沢委員、酒巻委員、

関委員、宗和委員、辰巳委員、中谷委員、花澤委員、堀口委員、本多委員、丸橋委員、

麦倉委員、椋田委員、村山委員、百瀬委員、牧野代理（梅村委員）、石坂代理（降矢委

員）、正戸代理（若宮委員） 

○議題 

１．容器包装リサイクル法の義務量算定に係る量、比率について 

２．その他 

 

○小泉リサイクル推進課長補佐  それでは、定刻になりましたので、これより産業構造

審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会第48回容器包装リサイクルワーキンググルー

プを開催いたします。本日はお忙しい中ご参集いただきまして、まことにありがとうござ

います。 

 まず初めに、本年７月に当省のリサイクル推進課長に着任いたしました渡邊厚夫より一

言ごあいさつを申し上げさせていただきます。 

○渡邊リサイクル推進課長  本日は皆様、お忙しいところお集まりいただきまして、ま

ことにありがとうございます。ことしの７月から前任の岡田の後任として着任いたしまし

た渡邊と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○小泉リサイクル推進課長補佐  次に、委員の方々にそれぞれ変更がございましたので、

ご紹介させていただきます。 

 今回から、ＰＥＴボトル協議会会長であられました林伸行委員にかわりまして麦倉誠委

員が、有限責任監査法人トーマツ代表社員でいらっしゃいました森田祐司委員にかわりま

して同有限責任監査法人パートナー・宗和暢之委員が、日本ガラスびん協会会長でいらっ

しゃいました山村幸治委員にかわりまして丸橋吉次委員が、日本チェーンストア協会専務
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理事でいらっしゃいました井上淳委員にかわりまして同協会環境委員会委員・百瀬則子委

員が、また新たに、本日はご欠席でございますけれども、東京大学大学院工学系研究科教

授の平尾雅彦委員がそれぞれ就任されました。ここにご報告いたします。 

 なお、早稲田大学政治経済学部教授で、長年、本ワーキングの委員を務めていらっしゃ

いました寄本勝美委員におかれましては、本年３月28日にご逝去されました。この場をか

りて謹んでご冥福をお祈りしたいと思います。 

 続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。お手元の資料をごらんください。

本日の資料は資料１から３に分かれてございます。まず、資料１は本日の議事次第でござ

います。資料２は本日の委員名簿でございます。資料３として再商品化義務量の算定に係

る量、比率等（案）についてでございます。資料３―１として再商品化義務量の算定に係

る量、比率等の概要について、資料３―２として再商品化義務量の算定に係る量、比率等

の公表数値（案）について、資料３―３として再商品化義務量の算定に係る量、比率等の

算定方法について、資料３―４として容器包装利用・製造等実態調査の結果について、資

料３―５として容器包装廃棄物分類調査の結果について、資料３―６として再商品化義務

量の算定に係る量、比率等の単年度調査結果（参考）をお配りしております。大部でござ

いますが、資料の過不足等がありましたら事務局までお申しつけください。 

 また、本ワーキングの資料につきましては、原則すべて公開とさせていただいておりま

す。本会合終了後に発言者名を示した議事録及び無記名の議事要旨を作成し、会議後、速

やかに公開いたすことといたします。なお、発言者名を示した議事録につきましては各委

員にご確認いただき、ご了解いただいた上で公開するということにさせていただければと

思います。 

 続きまして、本日の会合の出席状況でございますけれども、全委員31名中21名の委員、

１名おくれていらっしゃっておりますが、いらっしゃいましたら22名になりますが、定足

数に達しているということをここにお伝えいたします。 

 なお、中央環境審議会との連携を図るため、これまで同様、ちょっとおくれております

けれども、環境省もオブザーバーとして参加させていただいているところでございます。 

 次に、マイクの使い方でございます。ネームプレートをお立ていただきますと、郡嶌座

長から順次ご指名がございますので、その際に正面の大きいボタンを押してください。そ

うすると赤いランプが点灯いたしますので、それに従ってご発言いただければと思います。 

 それでは、これ以降の議事進行を郡嶌座長にお願いいたします。よろしくお願いいたし
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ます。 

○郡嶌座長  皆さん、こんにちは。それでは、早速でございますけれども、本日の主要

な議題でございます容器包装リサイクル法の義務量算定に係る量、比率につきまして、資

料３の案をもとにしながら審議していきたいと思います。これらの数値は特定事業者の方

々が再商品化義務量を算定するために必要となる量及び比率であり、容器包装リサイクル

法の第11条、第12条及び第13条の規定に基づきまして主務大臣が定めることになっており

ます。 

 その際、第44条に基づきまして、関係事業者、その他利害関係者の意見を聞くものとさ

れており、経済産業省ではこの意見聴取を本審議会の場でご議論いただくこととしており

ます。したがって、本審議会での議論によって意見の聴取となります。 

 それでは、資料３に基づきながら、事務局からご説明をよろしくお願いしたいと思いま

す。 

○小泉リサイクル推進課長補佐  それでは、ご説明いたします。お手元の資料３をごら

んいただければと思います。 

 先ほど郡嶌座長からもお話がございましたように、容リ法第11条、第12条、第13条にお

いて、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者、特定包装利用事業者は毎年度、主務

省令で定める方法によって算定される再商品化義務量の再商品化をするということが法令

に基づいて義務づけられているところでございます。 

 再商品化義務量の計算の方法は毎年全く変わらないわけでございますけれども、毎年、

特定事業者に対する容器包装利用・製造等実態調査――これは我が省と農水省でやってい

るわけでございますが――それと実際に出てきた一般廃棄物の中身を確認する容器包装廃

棄物分類調査――これは環境省が行っております――これらの調査をあわせて、こうした

基礎調査をベースに毎年度の再商品化義務量を算定するため、結果として、後でご説明す

る再商品化義務量に係る量、比率が毎年微妙に数字が変わっているということでございま

す。今回まさに24年度分の案を皆様にご提示させていただきまして、ご審議をいただくと

いうことでございます。 

 資料３につきましては、枝番で資料３―１から３―６までずっとございますけれども、

余り細かい数字の話も何でございますので、資料３―１の量、比率の概要と資料３―２の

今回お諮りする数字を中心にご説明させていただきたいと存じます。 

 それでは、お手元の資料３―１、Ａ４横のカラー刷りでございますけれども、これをご
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らんいただければと思います。 

 まず、資料３―１の上段の枠囲いをご覧いただければと思います。個々の特定事業者の

業種ごとの再商品化義務量がそこにありますように、Ⅰ×Ⅱ÷Ⅲということで算定される

わけでございます。Ⅰの部分は業種区分ごとの再商品化義務量でございまして、再商品化

の対象品目、あるいは業種、容器包装といったカテゴリーごとの義務量でございます。そ

して、そのカテゴリーに属する中での個々の事業者のシェアであるⅡ÷Ⅲでございまして、

それを出していただいて、それを掛け算することによって個々の事業者の義務量が出ると

いうことになっております。 

 それでは、資料３―１の下段にございますⅠ、Ⅱ、Ⅲの個々の計算方法について順次ご

説明させていただきます。 

 まず、左下のⅠの数値の算出の仕方でございます。これがそれぞれのカテゴリーでの再

商品化義務量の算定方法でございます。残りはシェアを出すということでございますので、

その年の義務量を定める一番基礎的な数値がこちらのⅠの数値になるとご理解いただけれ

ばと思います。 

 まず、その出し方でございますが、フロー図にございますように、分別収集総量と再商

品化見込量を比較いたします。分別収集総量と再商品化見込量は何かと申しますと、分別

収集量は市町村が集めてくる量でございます。また、再商品化見込量はいわゆるリサイク

ラーの処理能力ということでございます。これに、そこにございます特定事業者責任比率

――これは何かと申しますと、容リ法上、小規模事業者につきましては再商品化の義務が

免除されておりますので、集めてくる量の中から小規模事業者が担っている部分を除いた

比率を掛け、いずれか少ないほうを再商品化義務総量としているところでございます。次

に、そういう形で決まった再商品化義務総量に容器と包装の割合である特定容器比率を掛

けるわけでございます。さらに、食品製造業、小売業といった業種区分ごとに案分した業

種別比率をそれぞれの品目ごとに出して、その比率を掛けます。最後に、業種別特定容器

利用事業者比率――これは利用事業者と製造事業者の割合でございますが――を掛け、業

種区分ごとの再商品化義務量を算出するわけでございます。 

 次に、資料３―１の右下のほうのⅡ、グリーンの枠で囲っているところをごらんくださ

い。個々の特定事業者の容器包装廃棄物の排出見込量のところでございます。 

 そこに２つ○がございますけれども、自主算定方式と簡易算定方式と２種類ございます。 

 まず、自主算定方式ですが、ここに書いてありますように、基本的にみずから、または
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他者への委託により回収した量は再商品化義務量から控除できるということになっており

ます。それから、容器包装廃棄物として排出されない量も控除されるということになって

おります。これはいわゆる事業系廃棄物に回るものでございます。容器包装廃棄物という

のは法律上、一般廃棄物ということでございますので、事業系で一般廃棄物として出てこ

ないもの、要は家庭から排出されないものは控除できるということになっております。必

ず産廃に回るようなものが算定できるものについては控除ができるということで、それを

引くというのが自主算定方式でございます。 

 もう１つ、それがなかなか難しい場合には簡易算定方式というものがございます。先ほ

どの実態調査と分類調査でございますが、その中から事業系比率というものを出しまして、

 100からそれを引いた数字を掛け算することによって簡易にその数字を求めることができ

るものでございます。 

 こういった形で自主算定方式が難しい場合は、簡易算定方式が選択できるようになって

おります。これがⅡ、分子の部分でございます。 

 最後に、右下のクリーム色の部分でございますが、Ⅲは実態調査、分類調査の中から直

接出てくる数字でございます。これは先ほどの２つの調査から直接的に算定した数字でご

ざいまして、この数値が先ほどのローマ数字の分母に入るということでございます。 

 こういった形で個々の数字を出すわけでございますけれども、これが決まれば毎年の義

務量が算定できるということでございます。ちょっと複雑な式でございますけれども、そ

ういう状況でございます。 

 それでは、以上のような大きな構造の中で、具体的に資料３に基づいて今回お諮りする

数字をご説明させていただきたいと思います。 

 それでは、お手元の資料３―２をごらんください。 

 まず、１ページ目の１．特定事業者責任比率（Ａ）でございます。これは、容器包装リ

サイクルに関する支払いの責任があるのは特定事業者でございまして、先ほど申したよう

に小規模の方々は免除されているということで、その部分を除くということでございます。

これは先ほど申した実態調査と分類調査の２種類の調査に基づいて算定しているところで

ございます。 

 加えて、22年度の調査結果に基づく比率の平均ということで率を出させていただいてお

ります。それに基づきますと、表１―１にございますように、今回の比率は、ガラスびん

でいえば、無色につきましては96％、ガラスびんの茶色につきましては80％、ガラスびん
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のその他につきましては92％、ペットボトルにつきましては小規模事業者がないというこ

とでございまして 100％、紙製容器につきましては99％、プラスチック製容器包装につき

ましても99％というような数字になっているわけでございます。 

 以上が特定事業者の責任比率ということでございまして、次の２．再商品化義務総量

（Ｂ）、１ページの下にございますけれども、これについてご説明したいと思います。こ

れは先ほど申したように品目ごとの表１―２の再商品化計画量と、２ページ目の上の段に

ございます表１―３の分別収集計画量のどちらか少ないほうを基礎といたしまして、表１

―１の特定事業者責任比率を掛けまして再商品化義務量を算出するわけでございます。 

 その結果が表１―４ということで、２ページ目の真ん中のところにございます。表１―

４をごらんください。１―４の右端のカラムがその結果でございまして、ガラスびん（無

色）につきましては15万3,600トン、ガラスびん（茶色）が12万トン、ガラスびん（その

他の色）が14万7,200トン、ペットボトルが30万5,000トン、紙製容器包装が３万7,620ト

ン、それからプラスチック製容器包装が80万9,820トンという数字になっているわけでご

ざいます。 

 なお、資料３―１（参考）にもございますけれども、紙製容器包装につきましては、従

来から、指定法人が特定事業者から過大な再商品化委託量を徴収しないようにするため、

分別収集見込量から環境省が調査した独自処理分を差し引いた量を再商品化義務量として

いるところでございます。 

 次に、容器包装の割合を定めた３．特定容器比率（Ｃ）でございます。２ページの下段

の表２をごらんいただければと思います。紙製容器包装とプラスチック製容器包装につき

ましては、容器と包装の両方がございますので、それぞれ、紙製容器包装の容器比率はそ

こにございますように 89.22％、包装の比率はそこから 100を引いたということで 10.78

％ということになっております。また、プラスチック製容器包装の容器比率は 94.80％で

あり、同様に 100から引くと5.20％が包装の比率ということになります。 

 ちなみに、ペットボトルとびんは容器のみであって包装はございませんので、容器比率

は100％としております。 

 次のページをごらんくださいませ。４のＤの表３が食料品製造業、小売業といった業種

区分ごとに案分した業種別比率でございます。そこにございますように、食品製造業、清

涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業、酒類製造業、油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・界

面活性剤・塗料製造業、医薬品製造業、化粧品・歯磨その他の化粧用調整品製造業、小売
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業、その他の事業の８業種で構成されております。それがガラス、ペットボトルといった

容器包装の素材ごとに数値が定められているわけでございます。 

 細かい数字は省略いたしますけれども、例えばガラス容器の無色、一番左のほうの数字

をごらんください。食料品製造業、ガラスの無色は全体の 51.13％を占めており、同様に

清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業が 19.49％、酒類製造業が25.1％、油脂加工製品

・石鹸・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業はゼロ、医薬品製造業が1.33％、化粧品・歯

磨その他の化粧用調整品製造業が2.28％、小売業がゼロ、その他の事業が0.64％で、８業

種全体で一番下の欄にございますように 100％という構成になっているわけでございます。 

 次に、５のＥの表４をごらんくださいませ。５ページでございます。業種別特定容器利

用事業者比率でございます。これは利用事業者と製造事業者の割合でございます。これも

業種別比率と同様に８業種に分かれており、それぞれ容器包装の素材ごとにその比率が列

挙されてございます。 

 これもそれぞれ細かい数字のご紹介は省略いたしますけれども、例えばガラスの無色で

あれば、そこにございますように、食料品製造業であれば利用が 95.48％、製造が4.52％

で都合 100％というような数字になっているわけでございます。 

 次に、６．事業系比率（Ｆ）をごらんいただければと思います。７ページでございます。

これは先ほどの資料３―１で申しますと、皆様、個々の事業者が算定されるときの簡易算

定方式の中で使っていただく数値ということでございます。これにつきましては、細かい

数字、特に事業系比率については５％未満の数字を切り捨てという形で、排出側サイドの

安全サイドをみてそういう扱いということで５％単位で切らせていただいております。こ

れにつきましても、容器包装利用・製造等実態調査と容器包装廃棄物分類調査の結果、そ

れから昨年度の調査結果も加味しながら算出させていただいているということでございま

す。 

 これも先ほどと同様、８業種ごとに各容器、素材ごとの数値が示されております。例え

ばガラスの無色でいえば、食料品製造業の利用事業者のうち事業系に向かうものが５％、

清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業の利用事業者のうち事業系に向かうものが10％と

なっております。 

 以上が事業系比率でございます。 

 次に、資料３―２の最後になりますけれども、「７．」、表６、９ページをごらんくださ

い。これは個々の事業者様のまさに先ほど申した排出見込量、分母になる数字でございま
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す。これにつきましても、容器包装利用・製造等実態調査、容器包装廃棄物分類調査の両

調査の結果に基づくとともに、22年度の調査も加味しながら算定させていただいているわ

けでございます。 

 これも細かい数字のご紹介は省略させていただきますけれども、例えば食料品製造業の

ガラスの無色であれば、そこにございますように排出見込量は23万895トン、同様に製造

事業者であれば25万8,454トンとなっているわけでございます。同様に清涼飲料製造業及

び茶・コーヒー製造業でいえば、無色で利用であれば８万8,258トン、製造等であれば９

万 8,566トンという数字になっているわけでございます。 

 なお、冒頭に申したとおり、資料３―３から３―６までの資料は今回の資料３―１、資

料３―２のバックデータということでございますので、説明は省略させていただきたいと

思います。 

 以上、24年度の量、比率についてお諮りさせていただきたいと思います。説明は以上で

ございます。 

○郡嶌座長  どうもありがとうございました。 

 ただいまの事務局からの説明に関しましてご意見、あるいはご質問等がございましたら、

どなたからでも発言をよろしくお願いしたいと思います。辰巳委員。 

○辰巳委員  ありがとうございます。毎年同じことをやっていて、今ここで聞くのはち

ょっと恥ずかしいのですが、どこでもよろしいのですが、業種別比率のところで、小売業

のガラス瓶、PETボトルが全部斜線になっています。小売業さんがガラス瓶やPETボトルに

入った食品のＰＢ製品を出しているときもあると思いますが、それは、どこで算定するの

ですか。それらは小売業という業種ではなかったのですか。済みません、よろしくお願い

します。 

○小泉リサイクル推進課長補佐  用途別ということでございます。 

○郡嶌座長  よろしゅうございますでしょうか。――それでは、今回事務局から説明し

ていただきましたこの数量につきまして、特段ご異論はなかったということでよろしゅう

ございますでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。それでは、ただいま幾つかご質問がございましたけれども、再

商品化義務量の算定に係る量、比率等（案）につきまして、今後の取り扱いにつきまして

事務局からご説明をよろしくお願いしたいと思います。 
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○小泉リサイクル推進課長補佐  本日いただいたご意見等も踏まえ、再商品化義務量の

算定に係る量、比率等（案）に関連する容器包装リサイクル法に係る省令と告示の一部を

改正する改正案を速やかにパブリックコメントに付したいと考えております。 

 以上でございます。 

○郡嶌座長  ありがとうございます。 

 パブリックコメントに付されるわけですけれども、その結果を踏まえた本ワーキンググ

ループの対応につきましては座長のほうにご一任いただけますでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。それでは、そういう形で図らせていただきたいと思いますし、

またそういうことがあれば委員の皆さん方にご報告をさせていただきたいと思います。 

 ただ、これだけだと、きょうの議題が終わりまして、余りにも早過ぎまして、もう少し

かかるかなと思っていたのですけれども、この際でございますので、その他という形にさ

せていただきたいと思います。 

 こういう積み重ねでやってきた成果として皆さん方にご理解をいただいて、議論がスム

ーズに進行していくというのはありがたいことですけれども、制度全体としてまたご意見

があるかと思いますので、少し自由に意見交換という形でご発言をいただけたらありがた

いと思いますが、何か全体的なシステムそのものについてのご意見等ございましたら、ご

自由に発言していただけたらと思います。角田委員、お願いします。 

○角田委員  今回の会議のためにちょっと消費者側に尋ねてみました。そうしますと、

東日本大震災の関係上、ライフスタイルを変えなければいけないという意識が非常に高ま

っておりました。化粧品等、洗剤などを２、３調べてみますと、容器をもう一遍容器にし

たり、今まで容器が非常に豪華だったのを中身が交換できるようにしたり、非常に工夫さ

れているということで企業も大変ご苦労いただいているのだという気持ちをもっておりま

す。 

 ただ、食品関係ではやはり素材が非常に分別しにくくて、ものづくりの段階でのごみに

ならないようなやり方はもう一段と工夫していただきたいという気持ちをもっております。

今回の会議のためにちょっと調べてきたことを発言させていただきました。 

○郡嶌座長  ありがとうございます。どうぞ、麦倉委員。 

○麦倉委員  ＰＥＴボトル協の麦倉でございます。よろしくお願いいたします。 

 従来から私どもが主張しておりますように、使用済みペットボトルの多くのものが中国
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に輸出されているという背景に対して、市町村独自処理分の指定法人への円滑な引き渡し

が進んでいないという認識をしております。指定法人へ引き渡せる量が少ないために、国

内のリサイクル基盤の維持は現在危うい状況にあります。 

 ＰＥＴボトル協議会では、ペットボトルを製造する業界団体として、リサイクル基盤の

維持が最重要課題ととらえて、指定法人の皆さん、また再商品化事業者の皆さんと共同で

シンポジウムを開催したり、独自処理をされている市町村を訪問して円滑なる引き渡しを

お願いするということを積極的に推進しておりますけれども、一向に現状の成果はほとん

ど上がっていないということでございます。 

 今年からペットボトルにつきましては、水平リサイクルといわれるメカニカルリサイク

ルでのＢｔｏＢ、ボトル・トゥー・ボトル、飲料ボトルから飲料ボトルへというものが一

部市場に出され、メーカーの各社様がこういういいことに対して、さらに商品化をしてい

こうという動きがある中において、使用済みペットボトルが円滑に指定法人のほうに引き

渡されるということがより一層必要ではないかと考えております。 

 この独自処理を選択される市町村の皆様にお伺いすると、非常に経済的な理由、すなわ

ち、指定法人よりも独自処理のほうが高額に売却できるというようなお話もありますけれ

ども、このような状況にあってもしっかりと指定法人に引き渡して、国内リサイクルの基

盤を確たるものとすることの重要性を認識している多くの市町村の方々も現実におられる

わけです。このような理解と指定法人への円滑な引き渡しを独自処理される市町村にぜひ

いっていただけるように、私どもとしてはなお一層の処置を経済産業省に期待しておりま

す。 

 また、ことし８月に各都道府県容器包装リサイクル法担当官殿ということで、環境省の

企画課リサイクル推進室よりレターが発せられております。使用済みペットボトル等の再

商品化のための円滑な引き渡しの推進についてということで出ておりまして、その基本方

針に述べられている独自処理の場合の引き渡し要件を設定していない市町村及び住民への

情報提供をしていない市町村を公表するというような、私どもにとっては非常にありがた

いレターも出ておりますので、経済産業省におかれましても環境省の方々とご連絡、連携

をとっていただいて、速やかなる引き渡しをぜひお願いしたいというお願いでございます。

よろしくお願い申し上げます。 

○郡嶌座長  ありがとうございました。織委員。 

○織委員  少し大きな話になってしまうかもしれないのですけれども、ここ数年、アジ
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ア、中南米のリサイクルの状況を調査させていただいておりまして、すごく痛感している

のは、資源のある国とない国とではリサイクルのあり方が決定的に変わってきていると思

うのです。インドネシアですとかマレーシアみたいに資源が豊かな国で考えているリサイ

クルと、シンガポールですとか私たち日本のように本当に資源がない国で考えているリサ

イクルというのは道が随分分かれてきていて、やはり廃棄物ということで考えていてはこ

の先国際的にも生き残れない。資源としてとらえてやっていかないといけない。特に３．

11以降、私たちは限られたエネルギーを使って、いわゆる廃棄物といわれているものを再

度資源化していくということを考えていくと、やはりどうしても高品質なリサイクル、絞

られたリサイクルというものを考えていかなくてはいけないでしょう。一方で資源がない

国の中では、リサイクルというか２Ｒをどうやって徹底して進めていくかということが、

今度の容リ法の改正においても基本的な考えとして、震災を契機として、震災を経験した

我が国だからこそ出せるリサイクル政策というか、２Ｒ政策というものを容リ法の中でも

打ち出していくべきなのではないかというふうに思っております。 

 さらにいえば、熱回収のあり方も、従来は廃棄物処理の一ポジションというか手法とし

てとらえておりましたけれども、これだけエネルギーがなくなっている中では、熱回収は

新たな意義、電力にかわるものとしてのそれなりの意味を考えていかなければならない。

ですから、従来型のリサイクルや熱回収という枠組みから超えて、新しいものを次年度の

改正にはぜひ打ち立てていけるように皆さんで議論していきたいと思っております。 

○郡嶌座長  ありがとうございます。百瀬委員。 

○百瀬委員  チェーンストア協会でございます。 

 チェーンストア協会は主たる会員企業が、食品スーパーから成る協会でございます。ス

ーパーではセルフサービスで商売をしており、主に容器包装に入った商品を販売をしてい

ます。スーパーで購入した商品を家庭に持ち帰られて、中身を抜いた後の容器包装が廃棄

物になっているというようなことが、家庭の廃棄物の割合を高めていたのではないかとい

うことをいわれております。けれども、スーパーでは、店頭に使用済み容器包装リサイク

ルボックスを置いて回収しています。 

 ところが、回収した使用済み容器包装を店舗から回収したり、次に再生資源として利用

するためのリサイクル工場までの輸送や、そういったところの規制が現在非常に厳しゅう

ございます。例えば、先ほど使用済み容器包装は一般廃棄物だとおっしゃられましたけれ

ども、地方行政の指導では、「これは産廃だから産廃の許可車に乗せなさい」とされてい
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ます。また、私どもの契約している商品自社流通便に回収した使用済み容器包装を乗せて

自主リサイクルの形で物流センターに運ぼうとすると、「それは廃掃法の許可車ではな

い」と認められません。自主的に企業の人とお金と物を使いながら、何とか合理的に自主

回収という形のことをやっていきたいと思いましても、「使用済み容器包装は廃棄物であ

るから、廃棄物の法律の枠の中でやりなさい」ということで、今後リサイクルの仕組みが

もっと合理的に進められ、先ほどおっしゃられました水平リサイクルですとか、そういっ

た取り組みへの足かせになっていくのではないかということを懸念しております。 

 もう１つ、フリーライダーの問題がございます。私ども、きちんと委託料を納めさせて

いただきまして、更に私どもが使っている容器包装でございますので、使用済み容器包装

のリサイクルの推進をやっていこうという業者と、知らん顔をしている業者が世の中にい

てもおとがめなしでいるということはわかっているけれども、その対策に対して余り動き

がみられないように思います。 

 その２つを今後何とか対策を講じていただければと思います。以上です。 

○郡嶌座長  ありがとうございます。鬼沢委員、お願いします。 

○鬼沢委員  先ほどの織さんの発言とも重なるのですけれども、やはり高品質なリサイ

クルをしていこうとしたときに、今、百瀬さんがおっしゃったように、廃棄物ではなくて

資源としての位置づけはすごく大切だと思います。そうなったときに、やはり多様な回収

ルートというのはもっとあるべきなのではないかと思います。今ペットボトルのことをお

っしゃいましたけれども、自治体だけではなくて、もっと多様な回収ルートがあれば、よ

り品質のいいものを効率的に回収できるのではないかと思いますので、その辺の検討がと

ても大切なのではないかと思っております。 

○郡嶌座長  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。そうしたら、勝浦委員から。 

○勝浦委員  私、２点ございます。 

 １つは、今やっています容器包装リサイクル法の改正のときに、容器を大量に使ってい

る小売事業者の資源削減の成果を把握するために毎年調査をされていると思うので、もう

既に４年ぐらいたっているのですけれども、いまだに公表されていないということで、我

々、やはりレジ袋を中心にする小売事業者さんの削減がどうなったか非常に関心が高いの

で、ぜひこれは早目の公表をお願いしたい。聞くところによると、なかなか数字の整合性

が出ないというようなことを聞いておりますが、できれば調査の仕方を少し変えるような
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ことも含めて、何とか整合性のとれた数字を早急に集めていただきたいということが１点。 

 それから、今、織先生、その他の方もおっしゃっていますけれども、やはり３．11以降、

日本の様子は随分変わってきていますし、電力の需要だとか、 ＣＯ２の削減の問題もかな

り大幅に考え方を変えなければいけないということなので、次回の容リ法の改正のときに

は、そういう観点も含めてもう一度見直しをするということをぜひお願いしたいと思いま

す。 

 それと、もう間もなく次の改正の議論が始まるのではないかと、ちまたではいろいろ噂

は飛んでおりますが、なかなか公式な話を聞いていない。もし可能であれば、大体どんな

スケジュール観でこの議論が始まるのか、どんなことで議論しようとしているのか、ちょ

っとお話しいただければ幸いでございます。 

○郡嶌座長  ありがとうございます。辰巳委員、お願いします。 

○辰巳委員  ありがとうございます。以前からいつも申し上げておりますが、容リ法と

いう名前であることが、リサイクルのための法律のように見えてしまいます。前回の見直

しのときにもそうではないのだ、まずは削減なのだというお話が出てきましたが、もう少

し名前に反映してくださらない認識が変わらないのではないかと思います。考え方が変わ

ったのであれば、名前に反映させることも検討していただければと思っております。 

 それから、やはり私たちの目線からすると、例えば、同じペットボトルでも、会社で飲

んだペットボトルと家庭で飲んだペットボトルのように、出口が違うだけで処理が違うと

いうのが理解できません。今さら変えられないのかわかりませんが、根本的におかしいと

ころは変えていかなければならないのではないかと思っていますので、そんなことも入れ

ていただきたいと思っております。 

○郡嶌座長  ありがとうございます。河合委員、お願いします。 

○河合委員  プラ推進協の河合でございます。 

 １点は、今まではここでは容リ法、容器包装に焦点を当てて環境配慮設計ということを

話していますけれども、ぜひ環境配慮設計というのは商品全体をどうみるかという視点で

考えていただきたいと思います。というのは、見方が偏りますと、中身の商品についての

ロスとか、そういったものの廃棄が忘れられるとか、品質に対する表示の問題とか、今、

表示の一元化の問題を消費者庁で議論していますけれども、そういったところの意見とか

も当然配慮すべきだと思うのです。そこら辺が抜けると、容器包装だけということで議論

していますと、どこかで話が合わなくなるのではないかと思います。 
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 もう１点は、自治体も大分変わってきまして、いろいろな回収のところの多様性とか、

再商品化の手法の多様性も大分出てきていると思いますので、今まではどちらかというと

ある程度決め事でやるということでしたが、自治体の規模とかそこの性質とか、もうちょ

っと中身に突っ込んだような形での議論をしていただければいいのではないかと思います

し、できればそういったモデル事業をこれからいろいろ考えていくべきではないかと思っ

ていますので、ぜひ協力していただきたいと思っております。 

 以上です。 

○郡嶌座長  ありがとうございます。花澤委員、お願いします。 

○花澤委員  食品産業センターの花澤です。 

 先ほど、角田委員のお話でいろいろ調べてみると、食品関係の容器包装が分別しにくい

というお話をいただいたのですが、もしよろしければ具体的にもうちょっと聞かせていた

だいて、我々、食品メーカーとしても、まさに使っていただいているお客さん、消費者の

方といろいろお話をしながら、よりよい形で進めていきたいと思っておりまして、きょう

お話を伺うとともに、今後引き続き意見交換させていただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

○角田委員  ありがとうございます。例えば素材、分別が本当に不可解な、この製品は

何からできているのだろうかと、細かく分別する自治体はそういうときに食材の容器が非

常にわかりづらいということを消費者側が申しております。細かい部分につきましては、

もしよかったら後ほどお送りいたしますが、ようございますでしょうか。 

○花澤委員  ありがとうございます。 

○郡嶌座長  百瀬委員、もう一度ですね。よろしくお願いします。 

○百瀬委員  もう１つあるのですけれども、この法律の中で、例えば地球温暖化防止に

関するところ、リサイクルの方法によって ＣＯ２の発生ですとか、いろいろと異なってく

ると思うのです。その観点の中でリサイクルの方法を選ぶということは今後考えられるの

でしょうか。例えば、素材としてバイオマスプラスチックの利用があります。今、スーパ

ーマーケットでは随分バイオマスプラスチックを使い始めましたし、一部化粧品メーカー

さんでも使われ始めました。これはなぜバイオマスプラスチックに変えたかといいますと、

カーボンニュートラルな素材であるということで変えてきた経緯があります。これは容器

包装リサイクル法の中でその他プラという形でひとくくりにされないで、できれば ＣＯ２

の発生の少ない素材であるという分け方ができないのかというのがこれから検討していた
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だきたい課題なのです。 

○郡嶌座長  鬼沢委員、もう一度お願いします。 

○鬼沢委員  先ほど食品関係の容器包装の話ですが、確かに食品の包装は非常にいろい

ろな多様なものでできていて、消費者の側からすると分けにくいのですが、実は食品は安

全に長期保管するという意味で機能的な包装材を使われていると思います。ただ、なぜそ

の包装材が使われているかという情報が消費者に伝わっていないのだと思います。ですか

ら、単一素材ならいい、そうではないものが悪いという判断にまだなっていて、そのあた

りの情報がなかなか伝わっていないのが現実だと思います。 

○郡嶌座長  ありがとうございます。はい。 

○花澤委員  ありがとうございました。特に食品の容器包装の機能とか性格とか、やは

りそういったことについて皆さんによくご理解いただかないと、まさに分別排出するとき

にも何でこんなに分別しにくいのだろうとお思いになられるかもしれません。その辺は私

ども、これからどんどんそういった情報提供に努めてまいりたいと思いますので、今の鬼

沢委員、角田委員のご発言、ありがとうございました。 

○郡嶌座長  丸橋委員。 

○丸橋委員  ガラスびん協会の丸橋と申します。 

 先ほどから分別のお話が出ていまして、ガラスびんが非常に分別しやすい、わかりやす

い容器なものですから、リサイクルの優等生みたいな感じで取り上げられるわけですけれ

ども、残念ながら、分別回収されている中でも、例えばペットボトルと一緒に回収される

とかということがありまして、パッカー車などで一緒にやられるとガラスびんが割れたり

いたします。そうしたケースが多いのですけれども、分別で回収された後でも割れること

があるのですが、そういうものが割れますと、埋め立て等のほうにまいりまして、残念な

がらリサイクルに回されない。かなりの量がそういう形で埋め立てのほうに回っていると

いうことであります。 

 ぜひとも分別をしっかりしていただいて、各市町村でもなかなかその辺がされていない

部分が多いと聞いておりますので、そのようにきちっと分別していただきますと、回収さ

れたガラスびんは、再度ガラスびんのほうに戻しましてガラスびんをつくれるということ

なので、資源として非常に有効利用ができる。さらに、ガラスびんを溶かすエネルギーと

いうのは、もともとのガラスの材料からつくるよりも省エネでございまして、エネルギー

の節約にもなるし、ひいてはカーボン、 ＣＯ２の発生も抑えられるということでございま
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すので、ぜひともガラスびんの分別回収をさらに効率よく進めていただければと思ってい

る次第でございます。 

○郡嶌座長  ありがとうございます。 

○織委員  先ほどの食品関係の話で、かねてから事業者の方にお願いしたいと思ってい

るのは、先ほどもお話ししましたように、今後資源という問題からいけば、食品自給率が

下がっている中で食物のロスを少なくしていくというのは必須の課題だと思うのです。そ

の中で容器が果たしている役割は実は本当に大きいことだと思うのです。ですから、リサ

イクルというだけではなくて、食品ロスを少なくしていく上で容器がどういう機能を果た

しているかというデータがもっと消費者に伝わるべきだと思っているのですが、実はここ

のところのデータが出てきていないのです。ですから、例えば輸送のときにこの容器を使

うこと、あるいは今、特にリサイクルの弊害になっているフィルムですとかシートを使う

ことが一体どれくらい食品の無駄、ロスを少なくしているのだろうとか、そういった面か

らのデータもぜひ積極的に出していただきたいと思っております。 

 以上、要望です。 

○郡嶌座長  花澤委員。 

○花澤委員  なかなか難しい点もありますけれども、少しでもいろいろなことをご説明

してまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

○勝浦委員  今いろいろ食品容器というかプラスチック容器の話が出ておりますけれど

も、プラスチック工業連盟でも、先ほど出たプラスチック容器と環境配慮設計ということ

で今資料をつくっておりまして、またそれをホームページ等に開示してＰＲしていこうと

考えております。そういう情報が必要で、我々も情報を出しているつもりなのですが、な

かなかうまく伝わっていないということで、今後とももう少し努力していきたいと思いま

す。ただ、データを出そうとすると、他の素材との比較ということになると、なかなか一

方的なことを出すのも難しいということで、いろいろ困難な面はあるのですが、なるべく

皆さんにご理解いただけるような資料にしていきたいと思っております。よろしくお願い

いたします。 

○郡嶌座長  辰巳委員、お願いします。 

○辰巳委員  ありがとうございます。今のやりとりを聞いていて、事業者の方たちの努

力は私も聞かせていただく機会がありますので、よく知っておりますが、やはり容器包装

は使わざるを得ないわけです。使えば必ずごみとして出てくるわけで、その出てきたもの
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をどう処理するかということで、私たちからすれば確かに分別しにくい、できないものも

あります。それは食品のロスを防ぐためには必要なものではあっても、出てくるものだか

ら、今後、分別、リサイクルしにくいものをどのようにするのかというところをもっとき

ちんと詰めて考えていかないといけないのではないかと非常に思います。やはり毎日出て

くるごみの中では食品関連の容器包装が多いわけであり、もちろん努力は重々承知した上

で、出てきたものをどう処理していくかというところをこれからきちんと詰めていかなけ

ればいけないと私は思っています。 

○郡嶌座長  ありがとうございます。酒巻委員、お願いします。 

○酒巻委員  スチール缶リサイクル協会の酒巻ですけれども、1970年代から私どもの協

会は活動しているのですが、前回の見直しのときは主体間の連携をもっと進めるべきとい

う内容だったと思います。それがどれだけ進んでいるかということが１つあろうかと思う

のですけれども、つい先週なのですが、容器包装の素材にかかわるリサイクルの８つの団

体で地方でフォーラムをやったのです。その際に事業者側から容器包装の基本はこういう

ものなのですと説明したとき、一番反応が大きかったのです。というのは、これは自治体

の関係者も出ていましたし、消費者の方も出ていました。ところが、容器包装そのものの

基本がよくわかっていないということで、目からうろこという発言も出てきましたので、

事業者側の各素材の製造事業者も利用事業者もそうですけれども、先ほどから出ています

が、ぜひそういう情報発信、あるいは、自治体の皆さん方からもやはりもっと事業者にも

っと近づいて情報を取得するような活動をもっと進めていくべきではないだろうかという

ことを思っています。 

○郡島座長  ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。――ありがとうご

ざいます。これからいろいろ考えていく上において、意見交換としては非常に有意義だっ

たと思います。その中でも、それぞれの主体間の中でできることもありますし、制度その

ものに対してある意味でのご注文もあったかと思います。あるいは、容器包装だけではな

くて、もうちょっと中身の、どちらかというとプロダクトポリシーみたいな形を考えた意

見、あるいは環境配慮設計、リサイクルのあり方についてもいろいろなご意見をいただい

たような気がします。ここでまとめることはまだできないと思いますけれども、渡邊課長

から意見を聞いた上で、少し質問もあったかと思いますが、今のところで答えられるよう

なことでもご意見を伺えればと思います。 

○渡邊リサイクル推進課長  いろいろご意見どうもありがとうございます。大変参考に
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なります。幾つかご指摘があったと思いますけれども、特に次回の見直しに向けてという

ことにつきましては、震災ですとか温暖化の問題等々、いろいろな環境変化があるという

ことをしっかり踏まえた上で見直していくべきだというご意見があったかと思います。環

境変化を踏まえながら見直しをやっていくべきだろうとも考えております。 

 あわせて、市町村との関係でございまして、そこから必ずしも指定法人に行かないです

とか、市町村の回収量の問題等もございますので、引き続き市町村への働きかけにつきま

しては環境省と連携しながら進めてまいりたいと考えております。 

 あわせて、フリーライダーの問題のご指摘もございました。これは私どもも問題意識を

非常に強くもっております。現在、地方の私どもの出先の経済産業局等とも連携して、正

していただくべきところに対しては、しかるべく働きかけを行いつつあるところでござい

ますので、そこがよくみえないということでございましたけれども、引き続き取り組みを

さらに強めていきたいと考えております。 

 それから、定期報告についての公表がまだということにつきましては全くそのとおりで

ございまして、できるだけ早く、できれば年度内ぐらいに公表をしていきたいと考えてお

ります。この辺はやはり当然、前回改正の柱のうちの１つでございますので、その効果を

みきわめる上でもしっかりやっていきたいと考えております。 

 あとは、情報提供がまだ足りないといったようなことがございましたので、消費者を初

めといたしまして、情報提供を意識してしっかりやっていきたいと考えております。 

 最後に、見直しの時期についてでございますけれども、現時点でいつというアイデアを

もって予定しているわけではございません。いずれにしても、法律に定められております

とおり、法施行後５年後をめどにということでございますので、そういうタイミングで見

直しの検討をしていくことになるのかと考えておりますので、またタイミングが来ました

らご相談させていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○郡嶌座長  ありがとうございます。 

 １時間程度の審議会になりましたけれども、これにて本日の審議は終了したいと思いま

す。本日はご多忙な中ご出席いただきまして、まことにありがとうございました。今後と

も体力を温存して、皆さん方、ご協力のほうよろしくお願いしたいと思います。どうもあ

りがとうございました。 

                                 ――了―― 


